特 集 夏休みにボランテイア体験！受付 ６月２６日㊎〜７月１０日㊎

ボランティア募集

〜水元そよかぜ園〜

笑顔で楽しく参加していただけるかた大歓迎です！

第 11回サマーフェスタのお手伝い
障がい者のための施設 水元そよかぜ園では、夏のイベント
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サマーフェスティバルのお手伝いをしてくださるボランティア
を募集します。
日

時

活動内容

８月８日㊏ 15:30‑20:30

申し込み・問い合わせ

夏祭りの模擬店（調理、販売）
、

社会福祉
法
人

ゲームの説明や運営補助など、
いっしょに楽しくイベントのお

７

手をつなぐ福祉会
にいぬま しま
さ とう
水元そよかぜ園 担当 新 沼 嶋 佐 藤
TEL 03-3607-5656（連絡可能時間帯 15:30〜19:00）

今月の表紙
２ページ
３ページ
４ページ

誰でも参加できる彩の国ボランティア体験プログラムのご案内
〃 申し込みから参加までの流れ
〃 一部プログラムのご紹介
８ ８㊏水元そよかぜ園サマーフェスタのお手伝いボランティア募集

水元そよかぜ園
（葛飾区水元 5‑16‑11）

アクセス

周辺地図

ＪＲ常磐線金町駅下車京成バス
戸ヶ崎操車場行「水元そよかぜ
園」バス停下車 すぐ

募集対象

高校生以上（６０人）

持ち物

上履き、バンダナ、エプロン

その 他

動きやすく、汚れてもいい服装

１２
３４

（ジャージ不可、更衣室なし）
交通費は自己負担となります。
軽食はこちらで用意します。
締め切り

７月２３日㊌までに電話でご連
絡ください。

ココ

▲昨年のボランティア体験プログラムのようす

ボランティアみさと配布先

三郷市ボランティアセンター、公共施設以外でも配布しています !

【三郷駅周辺】
みさと書房(早稲田 2-2-6)/ 亀有信用金庫三郷駅前支店(三郷 2-20-1)
カーブスワオシティ三郷(三郷 1-3-1 ワオシティ三郷 2 階)
川の郷福祉会(早稲田 1-11-13)/ 早稲田児童センター(早稲田 3-18-14)
地域活動支援センターパティオ(早稲田 3-26-3 ふれあい早稲田 3 階)
ワーカーズ・コレクティブ青いそら (早稲田5-4-1 文化会館1階)
【幸房・谷中・谷口周辺】
特別養護老人ホーム小鳩園(中央 4-8-4)/ドコモショップ三郷店(幸房131-1)
亀有信用金庫早稲田支店(谷口 631-3)/三郷郵便局(谷中 14-9)
【新和・栄周辺】
ひまわりの家(新和 4-562-3)/ 工房風のうた( 新和 4-601)
埼玉みさと総合リハビリテーション病院( 新和 5-207)
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主な記事

手伝いをしていただきます。
活動場所

2015

【新三郷駅周辺】
介護老人保健施設三郷ケアセンター(南蓮沼 260-2)
みどりの風(半田 1212-2)
【天神周辺】
イトーヨーカドー三郷店(天神 2-22)
【戸ヶ崎周辺】
地域包括支援センターみさと南(戸ヶ崎 1-568-1)
南児童センター (戸ヶ崎 2-654)
亀有信用金庫三郷支店(戸ヶ崎 2-284)
亀有信用金庫三郷前谷支店(戸ヶ崎 3-116-2)
【高州周辺】
亀有信用金庫高州支店(高州 1-291-1)

保育所での活動、 児童館での活動、 藤光苑での活動
フレンズ HAND in HAND は、一緒にバドミントンで運動

保育所や老人ホーム、障がい者施設などのご協力で、初めてのかたも参加可能な
４０プログラムから選んでボランティア活動を体験することができます。

４０プログラムの内訳
市民活動
… ８プログラム
障がい者福祉 … ７プログラム

高齢者福祉
子ども

小学生以上可 … ５プログラム
高校生以上可 … １６プログラム

中学生以上可 …１５プログラム
１８歳以上可 … ４プログラム

市
高齢者福祉… 高
障がい者福祉… 障
子ども… 子
市民活動…

自分の気持ちや時間にゆとりがあって、
そのゆとりを誰かの役に立てても良いと
感じているかたの申し込みをお待ちして
います。

プログラム番号…

申込用紙を記入し６月２６日から㊎７月１０日㊎までに
①持参、
②郵送、
③ＦＡＸ、
④メールのいずれかでお申し込
みください。２０歳未満のかたは保護者の署名、押印が
必要です。

②説明会に参加

下記のいずれか１回に必ずご参加ください。
ボランティア体験の前に守っていただくルールや注意事
項を説明します。

７月 ５日 ㊐ 14:00 〜 16:00

文化会館２階視聴覚室

７月14 日 ㊋ 18:00 〜 19:00

健康福祉会館５階
ボランティアルーム

７月15 日 ㊌ 10:00 〜 11:00

同上

７月16 日 ㊍ 17:00 〜 18:00

同上

７月17 日 ㊎ 19:00 〜 20:00

瑞沼市民センター
４階講座室３

７月18 日 ㊏ 14:00 〜 15:00

文化会館２階視聴覚室

７月20 日 ㊊ 10:00 〜 11:00

鷹野文化センター
２階会議室
※上記説明会とは別に、施設が独自に実施する事前オリ
エンテーションへの参加が必要なプログラムがありま
すのでご注意ください。

③いよいよ本番！

手続きを完了した活動日にボランティア体験を行ってくだ
さい。

障 生活介護事業所「光座」
❿ 利用者との交流や日中活動のお手伝い
活動内容

利用者のかたと外出や製作、レク
リエーションなどを楽しみます。
メッセージ

素直な気持ちで参加してみてくだ
さい。自分の住んでいる地域でこ
んな施設があるんだと知っていた
だきたいと思います。
1日から可 7/21㊋〜8/31㊊
午前10時〜午後4時 ※土日、
8/13
㊍〜17㊊を除く
1日3人 小学生以上
動きやすい服装 上履き
早稲田1-21-8
8分
▲生活介護事業所 光座（職員さんから説明を受けながら、利用
月・木に活動する場合は、一部昼
者と一緒にレクリエーションなどのプログラムを楽しみます）
食代の負担あり

▲特別養護老人ホームしいの木の郷納涼祭に協力

①申込方法

… ７プログラム
…１８プログラム

④アンケートにご協力ください

市 社会福祉協議会 ボランティアセンター 市 ロービジョン「愛夢（あいむ）の会」

活動後、説明会の際にお渡しするアンケートにお答えくだ
さい。

社会福祉協議会、北公民館、文化会館、団地出張所、鷹野
文化センター、コミュニティセンター、東和東・彦成・高州
の各地区文化センター、世代交流館ふれあいパーク、市立・
早稲田・北部の各図書館、瑞沼市民センター、ららほっとみ
さと、ピアラシティ交流センター

昨年参加者の感想から
○ふだんできないことを経験し、地域のかたと交流でき
ました。
（中学生）
○ボランティアをして、たくさんのことを学べました。
（高校生）
○職員のかたが親切にしてくれ、自分の進路についても
より深く考えることができました。
（中学生）
○どんな話をしたら良いか戸惑っていたら、逆に気遣っ
てくれて無事に活動することができました。
（高校生）
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❶ 切手の仕分け

❹ 参加者との交流やお手伝い

使用済み切手の仕分けを行いま
す。( 仕分けした切手は盲老人ホー
ムひとみ園に寄付します）

目の不自由なかたと一緒にみんな
で協力してカレーを作って食べた
り、ふだんの暮らしの様子につい
てお話をうかがったりします。

活動内容

さらにくわしい情報の入手方法
次ページでプログラムを一部ご紹介していますが、全４０
メニューの情報が知りたいかたは、三郷市ボランティアセ
ンターのホームページ、または下記公共施設で配布してい
る申込書をご覧ください。
三郷市ボランティアセンターホームページ
http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/index.html

ボランティア体験プログラム申込書設置場所

QR コード▶
ボランティアセンター
ホームページ
http://www.misato-syak
yo.or.jp/vc/index.html
全４０プログラムが閲覧
できます。

メッセージ

ボランティアの一歩として身近な使
用済み切手の仕分けを行ってみま
せんか？
お友達や親子での参加お待ちして
います。

▲使用済み切手の仕分け（整理後、深谷市にある盲老人ホーム
ひとみ園へ贈ると切手コレクターに販売され、施設整備の貴重
な財源となっています）

7/30㊍午後1時30分〜3時30分
10人小学生以上（親子参加可）
はさみ、飲み物
花和田638-（
1 健康福祉会館）
三郷駅南口 新三
郷駅西口 健康福祉会館
0分
活動日当日にオリエンテーションを
行います。

活動内容

メッセージ

目の不自由なかたの暮らしや誘導
の仕方を学ぶことができます。 ぜ
ひご参加ください。
8/25㊋ 午前9時30分〜午後2
時30分
10人 小学生以上（親子参加可）
動きやすい服装、三角巾、エプロ
ン、食材料費（500円）
上彦名87（
0 瑞沼市民センター）
15分
新

ボランティア
三郷点字サークル「ウィズ」
市 スマイルコレクション 市 グループ

❺ 体育館で遊ぼう！

❷ 点字体験

障がい児と自由に体育館で遊びま
す。 一緒になって子どもたちと遊
んでください！

目の不自由なかたはふだんどんな
工夫をしているか、お話をうかが
います。点字体験 ( 点字のしくみ、
実際に点字を書いてみよう )、カー
ド ( 短文 ) 作り。

活動内容

メッセージ

子どもは皆、遊ぶことが大好きです。
最初はとまどうこともあるかもしれま
せんが、一緒に遊ぶことで楽しいと
共感してもらえたらと思います。

活動内容

メッセージ

目の不自由なかたの文字「点字」
を書いてみよう！
8/21㊎午後1時〜3時30分
8/4㊋、26㊌ 午前10時〜正午
20人 小学生以上
（親子参加可）
1日8人 小学4年〜（親子参加可）
筆記用具
資料代
（200円）
動きやすい服装、体育館用上履
上彦名87（
0 瑞沼市民センター）
き、飲み物、
タオル
15分
新
上彦名87（
0 瑞沼市民センター）
15分
新
▲点字器やパソコンを利用して実際に点字を打つほか、目の不
活動日当日にオリエンテーションを
自由なかたから普段の暮らしの様子や工夫していることなどのお
行います。
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話もあります

